
 
 

ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥが2018年 7月19日（木）～9月9日（日）の期間で開催中の、館内の店舗各所で夏の限定メニュー

やスポットなどをお楽しみいただける「ＧＩＮＺＡ “summer”ＰＬＡＣＥ2018」の追加イベントについてお知らせします。 

沖縄美ら海水族館の監修による「Sony Aquarium 2018」や関連イベントが8月17日から始まるほか、ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣ

Ｅの夏を撮影して投稿いただくインスタグラムキャンペーンなどを実施します。 

 

「Sony Aquarium 2018」では、1Fと4Fに設置する水槽に、沖縄に生息するお魚たち約 40種・計500匹が泳ぎ回り、来館

されたお客様に“涼”と“癒し”をお届けします。また、4Fソニーショールーム/ソニーストア 銀座では、展示しているお

魚を撮影する「Sony Aquarium お魚撮影ツアー」、JAL/JTAのパイロット・キャビンアテンダントの衣装を着用いただきデジ

タル一眼カメラαで撮影する「JAL/JTA なりきりパイロット・キャビンアテンダント撮影会」も開催します。また、Ginza 

Sony Park会場と連動して実施するスタンプラリーでは、抽選で豪華賞品をプレゼントいたします。 

 

 
 

このほか、3F「RAMO FRUTAS CAFE(ラモフルータスカフェ)」では、8月17日(金)より真夏の南国フルーツをふんだんに使っ

たパフェやヨーグルトドリンク等を提供いたします。その他店舗でも、夏限定メニューの提供やキャンペーンを引き続き実施

しています。 

 

さらに、8月3日(金)～8月31日(金)の期間中に館内の夏らしいシーンの写真を投稿いただいた方の中から、抽選でお食事

券をプレゼントするインスタグラムキャンペーンも実施します。この機会にぜひ、ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥで夏のひとときを

お楽しみください。 

 

 ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥは、世界有数の商業エリア・銀座の中心に位置し、「発信と交流の拠点」をコンセプトに、訪れる人

に様々な体験と多彩な交流を生み出しながら継続的な情報発信を行っていきます。 

  

 

銀座の真ん中でとことん夏を楽しむ、 

「ＧＩＮＺＡ “summer” ＰＬＡＣＥ2018」追加イベント開催のご案内 
 

 

～約 40種類・計 500匹のお魚が“涼”と“癒し”をお届けする 

「Sony Aquarium 2018」のほか、豪華賞品が当たるインスタキャンペーンも～ 
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「ＧＩＮＺＡ“summer”ＰＬＡＣＥ2018」追加イベント概要                             

 

■インスタグラム投稿キャンペーン 

ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥに関連する、夏らしいシーンや商品を撮影した画像にハッシュタグ「#ginzaplace_summer」をつけ

てインスタグラムに投稿いただいた中から館内レストランのお食事券等をプレゼントします。 

応募期間：8月3日(金) ～31日(金) 

賞品や応募条件等の詳細は下記サイトをご覧ください。 

URL：PC…https://ginzaplace.jp/special/ginzasummerplace/ 

SP…https://ginzaplace.jp/sp/special/ginzasummerplace/ 

 ※サイトは8月3日(金)にオープンします 

 

■1F・2F NISSAN CROSSING 

・上映Sony Aquarium 2018 タイアップ企画 ～沖縄美ら海の4K映像上映～ 

期間：8 月17 日（金）～9 月9 日（日） 

Sony Aquarium 2018と連動し、1F 入り口正面のモニターにてソニー製品を使って撮影された沖縄の海の 4K Movieを放映

します。1 時間に2 回、青い照明演出と共に放映し、海の中にいるような涼の雰囲気を演出します。日産の目指す未来の

モビリティ社会を映し出したコンセプトカー 「ニッサン IMx KURO」やその他展示車両と合わせてお楽しみください。 

 

■4F・5Ｆ・6Ｆ ソニーショールーム/ソニーストア銀座 

・「Sony Aquarium 2018」 

期間：8月17日（金）～9月9日（日） 

4F及びNISSAN CROSSING（1F）内に沖縄美ら海水族館の監修に

よる水槽を設置。スミレナガハナダイやルリスズメダイ、チン

アナゴなど約 40種類／500匹ほどの色とりどりの魚が泳ぎ回り

ます。 

 

※Sony Aquarium 2018オフィシャル Webサイト 

https://www.ginzasonypark.jp/program/002/ 

 

【関連イベント】 

①Sony Aquarium お魚撮影ツアー 

Ginza Sony Parkにある大水槽とソニーショールーム/ソニーストア 

銀座4Fに展示している魚を撮影するツアーを開催します。撮影ツアー

にはスタッフも同行しますので、カメラの操作に自信がない方でも安

心してご参加いただけます。お子様の撮影方法も併せてレクチャーい

たします。お子様が一生懸命撮影している姿を撮影してみませんか。 

 

開催日時：木曜日・土曜日・日曜日 

8月18日（土）・19日（日）・23日（木）・25日（土）・26日（日）・30日（木） 

9月1日（土）・2日（日）・8日（土）・9日（日） 

11:30～12:15 12:00～12:45 14:30～15:15 

15:00～15:45 16:00～16:45 16:30～17:15 

 

②JAL/JTA なりきりパイロット・キャビンアテンダント撮影会 

お客様にパイロット・キャビンアテンダントの衣装を着ていただき、

デジタル一眼カメラαで撮影します。撮影したデータは「Play 

Memories Mobile」を使用しスマートフォンに転送し、お持ち帰りいた

だけます。 

 

開催日時： 

水曜日・金曜日…8月24日（金）・29日（水）・31日（金） 

11:30～12:30 13:00～14:00 15:00～16:00 

 

土曜日・日曜日…8月25日（土）・ 26日（日）・9月1日（土）・2日（日）・8日（土）・9日（日） 

https://www.ginzasonypark.jp/program/002/


13:00～14:00 

   

イベントの詳細・予約については、「ソニーショールーム／ソニーストア 銀座Webサイト」をご確認ください。 

https://www.sony.jp/store/retail/ginza/event/aqua2018/ 

 

③豪華賞品が抽選で当たるスタンプラリー 

会場3ヶ所にあるスタンプを集めると、抽選で沖縄ペア旅行や、ソニーストアお買い物券などが当たる抽選会にご参加いた

だけます。各会場のイベントを楽しみながら、スタンプラリーにご参加ください。 

 

開催期間：8月17日(金)～9月9日(日) 

開催時間：11:00～18:00（抽選受付は 18:30まで） 

 

＜ラリーポイント＞ 

①ソニーアクアリウム大水槽（Ginza Sony Park GL（グラウンドレベル）／住所：中央区銀座 5-3-1） 

②NISSAN CROSSING（ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥ1F） 

③ソニーショールーム／ソニーストア 銀座（ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥ4F） 

 

＜抽選会場＞ 

ソニーショールーム／ソニーストア 銀座（ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥ5F） 

 

＜賞品一覧＞ 

・沖縄旅行ペア（羽田⇔那覇、ホテル 2泊、レンタカー込） 

※沖縄美ら海水族館バックヤードツアー付優待券（ペア）含む 

・JTA 羽田⇔石垣島 ペア往復航空券 

・JTA 羽田⇔宮古島 ペア往復航空券 

・ソニーストア お買物券 10,000円分 

・沖縄美ら海水族館 ジンベエザメぬいぐるみ 

・沖縄美ら海水族館 オリジナルアイストレー 

・沖縄美ら海水族館 ジンベエザメ文房具 4点セット 

・ソニー・エクスプローラサイエンスご招待券（ペア） 

・クラフトビール＆デリスタンド“BEER TO GO” 500円券（Ginza Sony Park B4） 

・沖縄美ら海水族館  お魚シール 

 

 

■3F RAMO FRUTAS CAFE 

旬のフルーツを使った限定メニューをご提供します。 

 

・南国フルーツのパフェ 

マンゴーやパパイヤ、パイナップルやピタヤフルーツを贅沢に。 

南国フルーツのおいしさがギュッと詰まった季節のパフェです。 

販売期間：8月17日(金)～ 

価格：1,680円(税抜) 

 

 

https://www.sony.jp/store/retail/ginza/event/aqua2018/


 

・トロピカルヨーグルトドリンク 

ピタヤフルーツとマンゴーのピューレが甘酸っぱく、爽やかな味わいのヨーグルトドリンクで

す。 

販売期間：8月17日(金)～ 

価格：880円(税抜) 

 

 

 

 

 

 

 

・マンゴーとパパイヤのタルト 

甘みたっぷりのマンゴー、柔らかな食感と爽やかな甘さのパパイヤをデコレーションした、

南国の香りただようタルトです。 

販売期間：8月17日(金)～ 

価格：900円(税抜) 

 

 

 

 

ご参考：「ＧＩＮＺＡ“summer”ＰＬＡＣＥ2018」企画概要（既報分）                             

 

■B1・B2 銀座ライオン 

・『大ジョッキフェア』 

生ビール各種の大ジョッキをご注文のお客様に、スピードくじで

次回のご来店時に利用できる『生ビール一杯券』が当たるキャン

ペーンを開催。 

 

・その他割引企画 

8月4日(土)は、『ビヤホールの日』を記念して終日 

生ビール全品半額でご提供します。 

 

 

■1F・2F NISSAN CROSSING 

・限定ドリンク Tropical Blue Soda(トロピカルブルーソーダ) 

ココナッツのほのかな甘さとレモンの酸味がアクセントを利かせた、 

南国を感じる夏にピッタリのソーダです。 

販売期間：7月12日(木)～9月9日(日) 

価格：700円(税込) 

 

 

 

 

 

■4F・5Ｆ・6Ｆ ソニーショールーム/ソニーストア銀座 

遊びや工作、初めての体験の中から楽しく学ぶ Edutainment 

(エデュテインメント)をテーマに、ご家族で参加いただける夏休み 

イベント「ソニーストア サマー・エデュテインメント」を開催中です。 

 

＜イベントの一例＞ 

・aiboとふれあい体験 



スマートフォンやタブレットを使って aiboとのコミュニケーションを楽 

しんでいただけます。もしおうちに aiboが来たら…をイメージして、aibo 

と過ごす楽しい暮らしを体験いただけます。 

開催期間：7月21日（土）～8月 19日（日） 

無料 

※「ソニーストア サマー・エデュテインメント」の詳細は下記リンクからご覧

いただけます。 

https://www.sony.jp/store/retail/event/edutainment2018/ 

  

https://www.sony.jp/store/retail/event/edutainment2018/


■7F BISTRO MARX 

夜のお食事後にお楽しみいただく「GINZA４丁目
シ メ

パフェ」の第２弾メニューが登場します。1日のしめくくりに銀座四丁目交

差点を見下ろしながら、夜風に吹かれてテラスで味わってはいかがでしょう? 

提供時間：平日 20:30～22:30(L.O.) 

 

・Barbe à papa sur Piña Colada(バーバパパピニャコラーダ) 

パイナップルとココナッツ、タピオカを使ったエキゾチックなクープ。バーバパパ(綿菓子)

をのせた見た目にもインパクトのあるパフェ 

価格：1,600円(税・サービス料別) 

 

 

 

 

 

 

・Chocolat d’abricot(ショコラダブリコ) 

エクアドルのカカオ(カミーノ・ヴェルデ)を使用した口溶け柔らかいショコラムース。 

アプリコットのクリームやシャーベット、クランブルの触感が絶妙なパフェ。 

価格：1,800円(税・サービス料別) 

 

 

 

 

 

・Melon et Champagne(シャンパンメロン) 

完熟メロンとシャンパンのジュレ、バニラのブランマンジェを合わせた夏パフェ。 

メロンの淡い甘さにシャンパンのジュレが爽やかな 1品。 

価格：2,000円(税・サービス料別) 

 

 

 

 

・Pêche Bellini(ペッシュベリーニ) 

桃とスパークリングワインを使用し、カクテル’ベリーニ’を表現したパフェ。 

アマレットのソルベがリッチに大人っぽくイタリアを演出。 

価格：2,200円(税・サービス料別) 

 

 

 

 

  



■9F SPA CEYLON 

・フェイシャル マスク2種 

ワントーン明るく透明感のある肌へと導く「デ ストレス シー ミネラ

ル マスク」は、心を解き放つフランキンセンスをメインアロマとした爽

やかな香りです。海の恵みのミネラルやインド人参、ナチュラルな乳酸

菌由来成分、その他お肌に働きかけるハーブのブレンドが、肌に輝きと

透明感を与えます。毛穴の目立たない、なめらかな肌へと導く「スキン 

バランス モリンガ クレイ マスク」はレモングラスやユーカリのすっ

きりとした心が落ち着く香りです。 

モリンガをはじめとした、お肌のバランスを整えるセイロンハーブを 

贅沢に配合したクレイマスクです。 

発売日：8月7日（火） 

  価格：各 6,480円(税込) 

 

 

 

 

■11F 神戸プレジール銀座 

・鉄板焼シェフおすすめランチ 

神戸ビーフのステーキをメインに、兵庫県から届く新鮮な夏野菜を使用した冷製スープ、兵

庫県産の素麺や旬のフルーツをふんだんに使ったデザートをご用意します。コースの最後ま

でひんやり涼やかなお食事をお楽しみください。 

販売期間：7月16日(月)～9月8日(土) 

価格：6,264円(税込) 

 

 

・新メニュー「鉄板焼平日限定ランチ」 

 神戸ビーフステーキと新鮮な兵庫県産旬野菜をお楽しみいただける、平日だけのラ

ンチコースです。 

前菜/産直野菜の彩りサラダ/神戸ビーフ赤身肉ステーキ100ｇ/ 

こだわりの焼き野菜/兵庫県産の白飯またはガーリックライス（＋\1000）/ 

香の物・味噌椀/本日の自家製デザート/コーヒー 

販売期間：7月17日(火)～ 

価格：4,644円(税込) 

 

■期間限定外装照明デザイン 

・「オーシャン・ブルー バージョン」  

暑い東京の夜を涼やかにする、海・水をイメージしたブルーで彩ります。 

期間：7月19日(木)～9月9日(日) 

  



＜ご参考＞ 

■「ゆかたで銀ぶら 2018」とのタイアップ 

全銀座会・銀座通連合会主催「ゆかたで銀ぶら 2018」とのタイアップ企画として、館内各店

で、浴衣で来店のお客様限定のサービスをご提供します。 

実施日：2018年8月5日(日)  

サービス内容： 

・B1・B2 銀座ライオン…生ビール(小)1杯サービス 

・1F・2F NISSAN CROSSING 

…2F CROSSING CAFEにて先着 100名様にマキアート1杯サービス 

・3F common ginza内RAMO FRUTAS CAFE…当日の会計より10％割引 

 

※「ゆかたで銀ぶら」とは、1970年8月に銀座通りで日本初の歩行者天国が開催されて以

来、歩行者天国開催の記念と、銀座に来訪された方々に楽しく夏の一日を過ごしていただこ

うという趣旨により、毎年歩行者天国となった中央通りを会場に「ホリデープロムナード」

という名を冠したイベントを開催しています。「ゆかたで銀ぶら」は、このホリデープロムナ

ードの一環として、夏の風物詩でもあるゆかたを着て銀座にお越しいただき、いっときの涼をお楽しみいただくという趣向

で、2007年から始まりました。 

 

 


